
GR V-2)「は」「も」：Double particles 

 

In Japanese, we sometimes use two consecutive particles, using は or も. These particles often attach to 

other particles, such as を, に、で、 and create so called „double particles.‟ 

 

は
 -topic marker ←chapter 2 (also see this page) 

 -contrast marker  this chapter (see III on p.3) 

 

も -similarity marker  chapter 2 (see II on p.2) 

 

In this chapter, we focus on the similarity marker (II) and the contrast marker (III). On the chapter test, 

you‟ll be asked to use these markers (i.e., II and III) only.  

 

 

I. Topic marker 「は」  

There are two types of 「は」: Topic marker (I) and Contrast marker (see III) 

 

 Topic marker: see the handout “Particles 「は」 と 「が」” 

 Check points:  

 i. The topic usually appears at the beginning of the sentence. 

 

 ii. Any noun/noun phrase can be a topic of the sentence. 

 

 iii. You can add the topic marker to any particle phrase (e.g., へやに→へやには) 

 へやには ねこが います。 This structure is called a “double particle” 

  

  は must replace が(1. subject) or を (2. direct object), but it must follow after other particles.  

 

1) Subject わたし がは 学生です。 I am a student 

2) Direct obj コーヒー をは あさ のみます。 

(cf. あさ、コーヒーをのみます) 

I drink coffee in the 

morning  

3) Place of action で としょかんでは べんきょうしました。 

(cf. としょかんで べんきょうしました) 

I studied in the library  

4) Place of existence に いすの下には ねこがいます。 

(cf. いすの下にねこがいます) 

There is a cat under the 

chair 

5) Starting point から 先生からは でんわが ありました。 

（cf. 先生からでんわがありました） 

I got a phone call from 

the teacher 

 

So, when does the double particle appear then? 

 iv. When the same noun appears in the second sentence, it often becomes the topic of the sentence (Remember: 

old information!—see the handout “Particles 「は」と「が」”) 

 あそこに レストランが あります。あの レストランには、よくいきます。 

 きのう きっさてんに いきました。その きっさてんでは コーヒーをのみました。 

 いま、しちじ です。しちじには いつもしゅくだいを します。 



II.「も」”also” Similarity marker: Chapter 2 

 In chapter 2, you learned the following structure: 

 わたしは いちねんせいです。そして、たなかさんも いちねんせいです。 

 つくえの上に ほんが あります。そして、とけいもあります。 

 

There are two rules to use the similarity marker も. 

1)「は」（Topic marker）、「が」、「を」→ Omit these particles  

 (i.e., 「も」replaces 「は」「が」「を」) 

2) Other particles  Double particles  

 (i.e., Leave the original particle in the sentence!) 

 

1) 「は」(topic marker), 「が」, and 「を」→ Omit these particles 

１． わたしは いちねんせいです。 

 そして、たなかさんはもいちねんせいです。たなかさんも いちねんせいです。 

 

２． つくえのうえに ほんが あります。 

 そして、(つくえのうえに) とけいがも あります。→とけいもあります。 

 

３． コーヒーをのみました。 

 そして、ビールをも のみました。→ビールも のみました。 

 

 

2) Other particles →Double particles!! 

１． 日本に いきました。 

 そして、かんこくにも いきました。Double!! 

 

２． いちじに じゅぎょうが あります。 

 そして、さんじにも じゅぎょうが あります。 

 

３．  へやで べんきょうします。 

 そして、としょかんでも べんきょうします。 

 

４  田中さんと えいがを みました。 

 そして、山田さんとも えいがを みました。 

 

５  くるまで いきました。 

 そして、じてんしゃでも いきました。 

 

６． つくえの上に 本が あります。 

 そして、ほんだなの中にも 本が あります。 

 

 



III.「は」Contrast marker--often used with a negative form. 

 

Like the similarity marker 「も」, there are two rules: 

1) The topic marker 「は」, 「が」, and「を」→ Omit these particles 

2) Other particles  Double particles 

 

1) 「は」(topic marker), 「が」, and 「を」→ Omit these particles 

 

１． わたしは いちねんせいです。 topic marker 

 でも、たなかさんはは いちねんせいじゃありません。(You‟ve already learned this) 

 The topic marker must also be omitted. 

 

２． つくえの上に 本が あります。 

 でも、つくえの上に とけいがは ありません。→つくえの上に とけいはありません。 

 

３． コーヒーをのみました。 

 でも、ビールをは のみませんでした。→でも、ビールは のみませんでした。 

 

Tip: In Japanese, these three particles (は(topic marker), が(subject marker)、and を(object marker) 

often behave differently from othe particles. 

 

2) Other particles →Double particles!! 

１． 日本に いきました。 

 でも、かんこくには いきませんでした。Double!! 

 

２． いちじに じゅぎょうが あります。 

 でも、さんじにはじゅぎょうが ありません。 

 

３．  へやで べんきょうします。 

 でも、としょかんでは べんきょうしません。 

 

４  くるまで いきました。 

 でも、じてんしゃでは いきませんでした。 

 

５． つくえの上に 本が あります。 

 でも、ソファの上には 本が ありません。 

 


